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1. 18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日） 

 

 
  

 

 

 
  

 

 

 
  

 

 
  
 (4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

 
  
 (5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

 
  
2. 19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

 
 (参考) １株当たり予想当期純利益（通期） 184円94銭 
  ※ 上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業

績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。  

平成18年３月期 決算短信（連結）

 

上場会社名 株式会社ビーエスピー 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ
コード番号 3800 本社所在都道府県 東京都

(URL http://www.bsp.jp)

代  表   者 役職名 代表取締役社長 氏名 竹藤 浩樹
問合せ先責任者 役職名 代表取締役専務 支援本部長 氏名 山口 謙二

TEL (03)5463－6381  

決算取締役会開催日 平成18年５月11日

親会社等の名称 － (コード番号： － ) 親会社等における当社の議決権所有比率 － ％

米国会計基準採用の有無  無

(1) 連結経営成績 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 4,071 ( 7.3) 1,190 (22.5) 1,199 (19.6)
17年３月期 3,793 ( 1.2) 971 (27.0) 1,001 (24.7)

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本 
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 670 (67.8) 176 79 176 27 14.9 21.3 29.4
17年３月期 399 (19.2) 106 48 － － 12.6 23.3 26.4

(注) ① 持分法投資損益 18年３月期 －百万円 17年３月期 －百万円

② 期中平均株式数(連結) 18年３月期 3,791,666株 17年３月期 3,750,000株

③ 会計処理の方法の変更  有

④ 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2) 連結財政状態 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本
百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期 6,786 5,693 83.9 1,339 56

17年３月期 4,425 3,296 74.5 879 06

(注) 期末発行済株式数(連結) 18年３月期 4,250,000株 17年３月期 3,750,000株

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年３月期 744 △511 1,617 3,603

17年３月期 983 △326 △319 1,743

連結子会社数 ２社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

連結(新規) －社 (除外) －社 持分法(新規) －社 (除外) －社

売上高 経常利益 当期純利益
百万円 百万円 百万円

中間期 2,346 863 497

通期 4,417 1,352 786



1. 企業集団の状況 

  当社を中心とする企業集団（以下、「当社グループ」という。）は、当社および子会社である株式会社ビ

ーエスピーソリューションズ、BSP International Corp.の３社により構成されており、主に基幹業務シス

テムの運用管理等のためのソフトウェア・プロダクト（以下、「製品」という。）の開発・販売およびサポ

ートサービス等を行う「プロダクト事業」、およびシステム構築のコンサルティング、システムの受託開発

等を行う「ソリューション事業」を行っております。 

 なお、当社グループはＩＴシステム運用管理領域に係る製品およびソリューションの提供を主な事業とし

た単一事業分野の営業活動を行っており、事業の種類別セグメント情報を記載していないため、事業部門別

に記載しております。 

(1)プロダクト事業部門 

  当社グループの 終ユーザーは、金融機関や情報通信産業、自動車製造業、総合小売業、総合商社等の

大手民間企業並びに指定されたシステムインテグレーターを通じての官公庁であります。当社グループで

は企業および官公庁向けに以下の事業を展開しています。 

①製品の開発・販売（プロダクト売上） 

 コンピュータ・システム上で処理される業務（以下、「ジョブ」という。）を自動化するための製

品、コンピュータ・システムで出力される帳票を管理し仕分けなどを自動化する製品、ジョブの実行状

況監視用の製品、データ入力業務の標準化や自動化を行う製品などを当社グループで開発し、販売して

おります。そのほか、一部、他社の製品も取扱っております。 

 当社グループは、顧客のコンピュータ・システムの処理能力等に応じて製品の使用権の許諾料（ライ

センス料）を受け取ることによって売上を計上しております。 

 また、当社グループ製品の特徴は、メインフレームからＩＢＭ社が発表したオープンメインフレーム

やオープン系のコンピュータ・システムまで幅広く対応できる点にあり、主要なハードメーカー（日本

ＩＢＭ、富士通、日立、ヒューレットパッカードなど）のコンピュータ上で稼動し、コンピュータのジ

ャンルやメーカーにとらわれないコンピュータ・システム運用が可能であることです。 

②期間使用料 

 製品の使用期間を定めてライセンス料と保守サービス料をセットにして期間使用料を受け取っており

ます。 

③保守サービス 

 当社グループは、メインフレーム系製品の利用者からは製品の販売翌年度以降に、オープン系製品の

利用者からは製品の販売時から、保守サービス料として製品価格の一定割合を受け取っております。こ

の保守サービス料の中には、製品の新リリース版の無償購入や、ライセンス交換等の権利の対価として

の技術サービス料の他、使用上の制限及び回避措置に関する情報提供の対価としてのプログラムサービ

ス料、およびこれらの情報に基づく問題解決の実施の対価としてのサポートサービス料等が含まれてお

ります。 

④導入支援サービス他 

 製品の販売に伴うインストール、導入教育などのサービスの提供や当社グループの製品のマニュアル

販売等にかかる売上区分であります。 

   

(2)ソリューション事業部門 

  プロフェッショナルサービス 
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  ＩＴシステム運用に関するソリューションサービスや会員制サービス「シスドック」等を提供しており

ます。ソリューションサービスとしては、コンピュータシステム構築のコンサルティングや受託開発およ

びシステム統合等システム移行に伴う支援を行っております。 

 また、会員制サービス「シスドック」は、当社グループのアドバイザーが定期的に顧客（会員）を訪問

し、コンピュータ・システム運用に関するアドバイス等を行うアドバイス・サービスとＷＥＢサイトを通

じてＩＴシステム運用に関する 新技術動向や、事例のご紹介、研究レポートなどの情報を提供する情報

提供サービスを行っております。 

   

  当社グル－プの事業内容および当社と子会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

  

 

  

当社グループの各社は、主に以下の事業を行っております。 

①株式会社ビーエスピー 

コンピュータ・システム運用に関する自動化・効率化・データ活用を支援する製品の開発・販売および

サポート等を行っております。 

②株式会社ビーエスピーソリューションズ 

東日本を中心にコンピュータ・システム運用に関するソリューション・サービスの提供を行っておりま

す。 

③BSP International Corp. 

米国において、製品の開発・販売・サポートを行うとともに、日系企業を中心にソリューション・サー

ビスの提供を行っております。 
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2. 経営方針 

(1) 経営の基本方針 

当社グループは、「ＩＴシステム運用のリーディングカンパニー」をビジョンに据え、「お客様に信

頼される企業であること」を経営の基本方針として、企業活動を内側から支えているＩＴシステム運用

に事業領域をフォーカスし、企業の基幹業務システムを運用管理するための製品（ソフトウェア・プロ

ダクト）を開発・販売からサポートまでを一貫して自社で行う顧客密着型の事業を展開しております。

 コンピュータが企業活動に必要不可欠なものとなっている現代、必要な情報が常に安全かつ安定的に

処理されるよう、基幹業務システムを内側から支えているのがＩＴシステム運用です。ＩＴシステム運

用がきちんと機能しなければ、情報の流通が滞り、企業活動に大きな影響を与えるといっても過言では

ありません。このＩＴシステム運用の分野において、お客様に継続して取引いただくためには、時代の

変化に柔軟に対応しながらも、長期にわたり満足いただけるサービスを提供し続けることが求められま

す。社会的責任に対する企業の取り組みが強く求められる昨今、当社グループは、創業以来、「悪をな

さない」「利益を上げる」「永続する」を企業理念として、社会的規範を遵守し、経営の透明性を高め

信頼される企業市民となることを意識して活動してまいりました。 

こうした地道な活動により、日本を代表する企業や官公庁で製品やサービスをご利用いただいておりま

す。これからも、こうしたお客様の期待に応え永くご愛顧いただける企業をめざすべく、当社グループ

は、「商品力」、「営業力」、「人材力」、そして「CSR」の強化に注力し、健全な経営によって事業

を成長させ、すべてのステークホルダーの皆様に適正な利益の還元ができるよう活動してまいります。

  

(2) 利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。 

 利益配当につきましては、配当性向30％を目標とし、財務体質の強化と事業拡大に必要な内部留保の

充実を考慮しながら今後の事業展開等を総合的に勘案して決定することを基本方針としております。 

 当期末の配当につきましては１株当たり5円増配の55円（配当性向30.6％）を予定しております。 

 また、平成19年３月期におきましては１株当たり28円の中間配当を予定しております。今後におきま

しては、財務状況、経営成績および今後の事業展開等を勘案しながら、利益成長に見合った配当を積極

的に実施することを目指してまいります。 

 内部留保資金につきましては、市場構造の変化や急速な技術革新の状況下、今後の一層の市場競争力

確保と収益力の向上を図っていくための新製品開発資金、新事業開発のための投融資等に充当し、将来

の業績向上を通じて、株主の皆様への利益還元を図ってまいりたいと存じます。 

 なお、会社法施行後の配当方針に関しましては、中間期末日および期末日を基準とした年２回の配当

を継続する予定であります。 

  

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社グループは、当社株式の流動性の向上および長期的視野に立った多くの株主に保有していただく

ための環境を整備することが重要な課題と認識しており、投資単位の引き下げについては、今後の当社

の株価水準、市場動向等を考慮しながら、株主重視の方針を基本として継続的に検討します。 
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(4) 目標とする経営指標 

当社は、当面の間は、設備投資等に多大な資本を投下する必要はありませんので、経営上は、収益面

での指標を重視することになります。よって売上高を伸ばしながら、営業利益率、経常利益率を維持、

もしくは、高めることで高収益企業として成長し続けてまいりたいと考えております。 

  

(5) 中長期的な会社の経営戦略 

当社の主な事業領域である“ＩＴシステム運用”を取巻く環境変化は著しいものがあります。システ

ムの利用範囲が広がり、業務単位の部分 適化が行われた結果、複数プラットフォームと利用形態の複

雑化でＩＴシステム運用が煩雑化しています。 

 また、個人情報保護法や今後法制化が予定されている日本版ＳＯＸ法など、企業はセキュリティや内

部統制の強化にＩＴが貢献することが求められています。こうした社会の要請に対して、基幹業務シス

テムの運用管理を担うＩＴシステム運用も、ますますその重要性が高まってきています。 

  

①営業戦略上の取組み 

ア.直接販売力の強化 

システムの利用形態の複雑化により高度化する顧客ニーズに応えるべく、提案書作成等について従

来セールスエンジニアに依存していた営業部員に対し、当社の主力製品であるA-AUTO, BSP-RMについ

て徹底的に教育し、技術のわかる営業部員となるべく能力開発を行います。 

  

イ.パートナー販売の推進 

平成１７年度下期の売上に貢献した成功事例をパートナービジネスパックとして横展開すると共

に、新たな付加価値連携商品の企画提案をＳＩベンダー、コンサルティング企業等、システム構築の

上流工程に関与するパートナー企業に対し行います。同時に当社の製品を選択していただくための広

告宣伝活動も強化いたします。 

  

ウ.マーケティング活動の強化 

ＩＴ利用分野の急速な拡大に伴い、企業のＩＴシステム運用に対するニーズも多様化しています。

社内外セミナー、イベント等を通じた情報収集に基づき、調査・分析を行い、その情報を基に販売企

画に結び付けます。 

  

②商品開発上の取組み 

ア.製品開発の効率化 

自社プロダクトの新規開発・機能追加や改良・拡張などのバージョンアップにおいては、スパイラ

ル型の開発手法ならびにコンポーネント化の推進により品質を向上させます。また、製品ラインアッ

プの拡充をより短期間で実現するために、オフショア開発を活用します。さらに、他社製品の権利買

取による自社プロダクト化を進めます。 

  

イ.サービス商品の強化 

サービスの高付加価値化を目指して始めた「ライセンス交換サービス」は、既存顧客の囲い込みに

効果を発揮しており、引続き積極的に推進してまいります。また、子会社の株式会社ビーエスピーソ
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リューションズで展開しているシステム運用のホームドクターである会員制サービス「シスドッ

ク」の積極推進を行い、運用コンサルテーションビジネスの確立と自社プロダクトの販売拡大につな

げます。さらに、製品サポートから顧客サポートへと質的な転換を図ってきたサポートサービス業務

は、お客様のニーズを把握し、課題を解決するお手伝いをするという「顧客サービス」の提供という

目標に取組みます。 

  

ウ.新マーケットの開拓 

ＩＴシステム運用の領域拡大に伴い、新事業の発掘と推進を行います。特に将来導入が予定されて

いる日本版ＳＯＸ法対応に関連した新技術への対応に関しては、業務提携、資本提携等、株式上場に

より調達した資金を有効に活用してスピードアップを図ります。また、海外マーケットにおける当社

製品の販売促進を図るため当社主力製品の英語版の作成・出荷を進めます。さらに、海外事業推進室

を中心に、オフショア開発と販売の拠点作りに取組みます。 

  

③人材育成の取組み 

ア.教育体系の確立 

社員のモチベーション向上と能力向上を目指し、人材キャリアパスと教育体系の整備を進めてきま

したが、各種資格取得の一層の奨励等、さらなるモチベーション向上施策を進めます。 

  

イ.技術力の向上 

基礎能力の早期習得を目指した新入社員研修のプログラム見直しとともに、営業部員に対する技術

研修を開始します。 

  

ウ.マネジメント力の向上 

中堅・幹部社員研修は、１年目にマネジメントスキル習得の段階を終え、２年目は実践を通じて各

自の弱みを発見し、補強するための研修内容といたします。 

  

エ.グローバル人材の育成 

海外における開発・販売拠点設置を見据え、グローバル人材の育成を図ります。具体的には、海外

子会社への出向・派遣プログラムの試験的運用、海外研修、ローカルスタッフの採用・育成です。 

  

(6) 会社の対処すべき課題 

当社の主な事業領域である"ＩＴシステム運用"を取巻く環境変化は著しいものがあります。システム

の利用範囲が広がり、業務単位の部分 適化が行われた結果、プラットフォームの複数化と利用形態の

複雑化でＩＴシステム運用が煩雑化しています。また、平成17年４月の個人情報保護法の施行以来、企

業はセキュリティ管理、ログ管理などのリスク管理面からもますますＩＴシステム運用に対する依存度

を高めてきています。さらに、企業の不祥事を背景に必要性が高まっている内部統制の強化が大企業に

共通の課題となってきました。ここでもＩＴシステム運用が果たす役割に対する期待が高まってきてい

ます。 

 当社は、こうした環境変化をビジネスチャンスと捉え、営業力、商品力、人材力のそれぞれを強化す

ることにより、スピーディな対応を図るとともに企業の社会的責任にしっかりと応えていく会社作りに
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取組み、売上および収益の一層の向上に努める所存であります。 

 中長期的な経営戦略の実践のために当社グループが対処すべきその他の課題は、次のとおりでありま

す。 

  

①企業の社会的責任の取組み 

コーポレートガバナンスの強化を 大の課題として取組みます。特に内部統制システムの確立は重点

課題であり、透明性の高い経営を実践いたします。 

 財務の安定性確保、公正取引、投資家への情報開示、株主への利益還元等の経済面の課題とともに、

顧客満足を大きな課題として品質管理、サービスの一層の充実、ユーザ企業の人材育成支援などに取組

みます。また、雇用・労働面から、従業員の能力開発、労働環境の向上等にも取組みます。 

  

②人材の獲得 

当社グループの属する情報サービス業界では、慢性的な技術者の不足が業界全体に共通する問題点と

なっているとともに、情報技術者は同業者間における流動性の高い職種であります。 

 一方、人材は、当社がお客さまに提供すべき製品・サービスの付加価値の創造を担う、 も重要な資

産であり、その獲得・育成・確保は、中期的戦略にとって不可欠であります。当社は製品の開発から販

売、サポートまでを一貫して自社で行う体制をとっておりますので、従来から新卒の採用に重点を置い

てきましたが、今後は、より活発な採用活動を展開し、中途採用にも力を入れてまいります。 

  

(7) 親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

(8) 内部管理体制の整備・運用状況 

記載が可能となり次第『決算発表資料の追加（内部管理体制の整備・運用状況』として平成18年５月

31日までに開示いたします。 

  

(9) その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 
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3. 経営成績及び財政状態 

(1) 経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、堅調な企業業績を背景にした設備投資の拡大に加え、雇用環

境の改善を踏まえて個人消費が上向きになる等、景気回復の兆しが見えはじめ全般に堅調に推移いたし

ました。一方では、原油価格・原材料価格高騰が長期化していること等の不安材料も抱えております。

 情報サービス業界におきましても、金融機関の統合に伴う発注増や企業におけるシステム部門の運営

管理のアウトソーシングを受けシステム等管理運営受託が一貫して上昇していること等から、業界全体

は緩やかに伸びております。 

 このような状況のもと、当社グループは前期に引続きオープン系自社開発製品の販売に営業活動の重

点を置きました。ソリューション提案からのアプローチを強化する狙いから、プロダクト営業とソリュ

ーション営業のワンフロアー化を実現し、情報共有による提案力向上を図ることにより、売上拡大につ

なげることができました。情報漏洩問題などのセキュリティに関連する分野や、内部統制管理の観点か

ら重要視されるシステム監査に対するソリューション提案がお客様のニーズを捉えることができまし

た。また、間接販売推進の目的で取組んできたパートナービジネスが当期の後半に至り、ようやく実を

結び、大手ＳＩベンダー、ハードウェア・メーカーが提供するシステムの中に当社の製品が組み込まれ

売上拡大に貢献いたしました。 

 事業分野別の売上状況は、プロダクト事業売上が3,680,213千円(前年同期比7.6％増)、ソリューショ

ン事業売上は391,485千円(前年同期比4.3％増)となり、売上高は4,071,698千円（前期比7.3％増）とな

りました。 

販売費及び一般管理費は2,487,041千円(前年同期比2.4％増)となりました。これは主に業績給の増加

に伴い人件費が増加したことによるものであります。 

営業利益は1,190,538千円(前年同期比22.5％増)となり、売上高営業利益率は29.2％となりました。 

営業外損益は、8,835千円の利益となりましたが、上場関連費用および新株発行費が28,210千円発生

したこと等により前年同期と比較して22,004千円減少いたしました。 

 この結果、経常利益は1,199,373千円(前年同期比19.6％増)、売上高経常利益率は29.4％(前期

26.4％)となりました。 

特別損益は、特別損失の発生が少なかったため、5,530千円の利益となりました。 

以上の結果、税金等調整前当期純利益は1,204,903千円(前年同期比64.9％増)となり、法人税、住民

税及び事業税ならびに法人税等調整額を差引いた当期純利益は670,339千円(前年同期比67.8％増)と前

連結会計年度と比較して大幅増益となりました。 

また、１株当たり当期純利益は176円79銭、自己資本利益率は14.9％となりました。 

なお、当社株式は、平成18年３月15日をもちましてジャスダック証券取引所に上場いたしました。 

  

(2) 財政状態 

①資産、負債及び資本の状況 

当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保および健全なバランスシートの維

持を財務方針としております。当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末（以下「前期

末」という。）と比較して2,360,792千円増加して6,786,678千円（前年同期比53.3％増）となりまし

た。流動資産は1,911,758千円増加して4,798,161千円（前年同期比66.2％増）、固定資産は449,034千

円増加して1,988,517千円（前年同期比29.1％増）となりました。 
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流動資産増加の主な要因は、ジャスダック証券取引所上場の際、500,000株の新株式発行により総額

1,929,500千円の資金を調達したことによるものであります。 

固定資産増加のうち有形固定資産は建物増加等により17,812千円増加となりました。無形固定資産は

ソフトウェア償却による減少等により51,955千円減少となりました。投資その他の資産は、長期性預金

の増加等により483,176千円増加となりました。 

当連結会計年度末の負債の合計は前期末と比較して35,862千円減少の1,093,534千円(前年同期比

3.1％減)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益の増加により未払法人税等が93,546千円

および長期未払金が35,674千円増加しましたが、短期借入金の返済により102,105千円および役員退職

慰労金の制度廃止により役員退職慰労引当金が81,642千円減少したこと等によるものであります。 

当連結会計年度末の資本の合計は前期末と比較して2,396,654千円増加の5,693,144千円(前年同期比

72.7％増)となりました。主な要因は、ジャスダック証券取引所上場の際に500,000株の新株式発行によ

り総額1,929,500千円の資金を調達したことにより資本金850,000千円および資本剰余金1,079,500千円

増加するとともに、当期純利益等の増加により利益剰余金が482,839千円増加したことによるものであ

ります。 

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末74.5％から当連結会計年度末は83.9％となりました。期

末発行済株式総数に基づく１株当たり純資産額は前期末の879円06銭から1,339円56銭となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、税金等調整前当期純利

益が1,204,903千円（前年同期比64.9％増）、およびジャスダック証券取引所上場の際に500,000株の新

株式発行により調達した資金から発行費用を差引いた1,914,329千円等により資金が増加したものの、

法人税等の支払および定期預金の預け入れ等により当連結会計年度末には3,603,275千円（前年同期比

106.6％増）となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は744,124千円（前年同期比24.3％減）となりました。これは主に、税

金等調整前当期純利益が1,204,903千円と前期と比較して474,503千円増加したものの、法人税等の支払

額が454,201千円と前年同期と比較して329,879千円増加したこと等によるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、511,500千円（前年同期比56.6％増）となりました。これは主に新

たな預金の預入500,000千円、有形固定資産の取得による支出36,524千円、無形固定資産の取得による

支出21,458千円およびゴルフ会員権の売却による収入が45,828千円によるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は、1,617,794千円（前連結会計年度は319,605千円の支出）となりまし

た。これはジャスダック証券取引所上場の際に500,000株の新株式発行により調達した資金から発行費

用を差引いた1,914,329千円、短期借入金の返済による支出109,035千円および配当金の支払187,500千

円によるものであります。 
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(3）通期の見通し 

次期の見通しについては、大型案件成約により当期好調だったメインフレーム系製品の売上について

は縮小を見込んでいるものの、平成18年1月にリリースした新製品「BeXtation」や日本版SOX法施行に

備えるためにニーズが高まりつつある「Loganizer」や「InformationNavigator」等の売上拡大を見込

んでおり、これらのオープン系製品群の拡販によるプロダクト事業部門の継続的な成長を図ってまいり

ます。また、新たにサービスを開始した会員制サービス「シスドック」をソリューション事業部門の成

長の柱と位置づけており、この「シスドック」サービスにより同サービス自体による継続的収入を確保

すると同時に、商談機会の増加によるプロダクト事業部門での売上増加を図り、事業全体の成長につな

げてまいります。こうした状況を踏まえた平成19年3月期の通期業績予想は以下のとおりであります。 

 
※上記予想には、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業

績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

  

(4）事業等のリスク 

当社グループの経営成績および財政状態等に影響を及ぼす可能性のある主な事項を記載しておりま

す。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断上、重要で

あると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から、以下に記載しており

ます。なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場合の

対応に努める所存であります。 

 本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は、当決算短信発表日現在にお

いて判断したものであります。 

  

①ジョブ管理用および帳票管理用の製品関連への依存 

平成18年３月期において、ジョブ管理（A-AUTO系）製品関連の売上高は、2,332,839千円で連結売上

高の57.3％を占めており、帳票管理（A-SPOOL系、BSP-RM系）製品関連の売上高は、977,932千円で同

24.0％を占めており、これら特定用途向けの製品への依存度が高くなっております。 

 当社グループの製品の機能は、ジョブ管理や帳票管理等の一部の機能に限られておりますが、大手の

サーバメーカーのなかにはシステム稼動・パフォーマンス管理、ネットワーク管理、セキュリティ管理

を含めた総合的な管理プロダクトを提供しているところもあります。当社グループは、ジョブ管理や帳

票管理等の基幹業務システムに特化し、販売や顧客サポート活動を通じて獲得した既存顧客のニーズを

ベースにして、当社グループの製品に機能追加やバージョンアップを繰り返してきております。このた

め、当社グループの製品は、総合的な管理製品と比べて、ジョブ管理や帳票管理等の特定分野の機能が

充実していると考えておりますが、コンピュータ・システムの運用管理を行うにあたって企業が総合的

な管理製品を選好する場合もあり、今後、こうした傾向が高まると、当社グループの経営成績に重要な

影響を与える可能性があります。 

売上高（千円） 経常利益（千円） 当期純利益（千円）

連結 4,417,000 1,352,000 786,000

単体 4,006,000 1,349,000 792,000
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なお、平成18年３月期の機能別（ジョブ管理、帳票管理）の売上高、売上高構成比、前年同期比は以

下の通りであります。 

  

 
  

②ＩＴ市場の環境変化 

ア.コンピュータ・システムのダウンサインジング化やオープン化の進展に伴うメインフレームコン

ピュータの低迷 

当社グループは、これまで大手企業や官公庁の基幹業務システムとして広く利用されてきたメイン

フレームコンピュータ・システム環境に対応した（メインフレーム系）製品の開発販売に注力してき

たこともあり、平成18年３月期において、メインフレーム系プロダクトの売上高（363,505千円）は

プロダクト売上高（1,111,447千円）の32.7％を占めております。 

 多くの大手企業では既に基幹業務システムを導入済みであり、また、企業のコンピュータ・システ

ムのダウンサイジング化やオープン化の進展に伴って、近年では国内のメインフレームコンピュータ

の出荷額は減少傾向にあります。当社においては、平成18年3月期は、大型案件成約によりメインフ

レーム系プロダクトの売上高は前期比134.1％増となりましたが、今後も主要なハードメーカーのメ

インフレームコンピュータ出荷額の減少が続く場合、経営成績に影響を与える可能性があります。 

 また、平成18年３月期の連結売上高の49.0％を占める保守サービスは、主にメインフレーム系の製

品にかかるものであります。これらは、顧客企業の基幹業務システムとして利用されており、また、

そのためにＯＳの変更等に伴う改訂や改良が重要であるため、プロダクト販売に比べると、比較的安

定的な収益であると考えております。しかしながら、ＩＴ市場における急激な企業の統廃合、技術革

新等により、大手企業において従来のメインフレームコンピュータが使用されなくなったり、当社グ

ループが適時に適切な製品の改訂版や改良版の提供ができず、保守サービスの解約が増加した場合、

当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

イ.コンピュータ・システムのオープン化への対応 

近年、企業におけるコンピュータ・システム運用は、メインフレームコンピュータを中心としたも

のから、クライアントサーバを利用したオープンシステムへと移行しておりますが、システムの分散

化に伴う弊害も発生しております。一方、ＩＢＭ社の戦略商品であるオープンメインフレーム

区分

第24期連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日）

売上高（千円） 売上高構成比（％） 前年同期比（％）

ジョブ管理 プロダクト 704,846 17.3 18.3

期間使用料 343,682 8.4 5.2

保守サービス料 1,284,310 31.5 △2.7

計 2,332,839 57.3 4.0

帳票管理 プロダクト 346,772 8.5 42.6

期間使用料 89,974 2.2 25.5

保守サービス料 541,185 13.3 △0.5

計 977,932 24.0 13.8
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（zSeries）のような新たな形態のコンピュータシステムも登場しております。当社は、このよう

な変化に迅速に対応しておりますが、ＩＴ関連技術は技術革新の進歩が早く、それに応じて業界標準

および利用者ニーズが急速に変化するため、この変化への対応が遅れた場合、競合他社との差別化を

図れずに競争力の低下を招き、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

③連結子会社の状況 

ア.株式会社ビーエスピーソリューションズ 

株式会社ビーエスピーソリューションズは、ＩＴシステム運用に係るソリューションの提供を目的

として当社の100%子会社として平成13年４月に設立されました。同社の主要な事業であるプロフェッ

ショナルサービスにおいてはプロジェクト管理が重要であり、この管理が十分に行き届かないと不採

算案件が発生するリスクがあり、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

イ.BSP International Corp. 

米国の連結子会社 BSP International Corp.は平成16年12月にガバナンスを強化すべく、少数株主

より株式を譲り受け100％出資の子会社といたしました。また新規製品の開発費用等が先行して赤字

が継続しており、平成17年12月期における同社の未処理損失金は655,498千円（資本金は5,700千米ド

ル）となっております。同社は、主に「Information Navigator」（レポート情報の活用を支援する

ツール）の販売を行っておりますが、当社グループの見通し通りに販売ができなかった場合には、当

社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

④大株主ビーコングループ各社との関係について 

ア.当社およびビーコングループ各社の設立の経緯 

当社は、当社、株式会社ビジネスコンサルタント、ビーコンシステム株式会社及び株式会社ビーコ

ンインフォメーションテクノロジーで構成される「ビーコングループ」に属しておりました。「ビー

コングループ」は、株式会社ビジネスコンサルタントが母体で、同社から独立したビーコンシステム

株式会社、ビーコンシステム株式会社から独立した株式会社ソフトウェア・エージー・オブ・ファー

イースト（現、株式会社ビーコンインフォメーションテクノロジー）で形成されております。また、

当社は、株式会社ソフトウェア・エージー・オブ・ファーイーストからＩＴシステム運用関連の事業

を継承しております。 

 これらの各社は、相互に資本関係がありますが、取引、資金及び人事の決定過程を通じて、他のビ

ーコン各社からの影響は受けておりません。 

 当社は、昭和52年７月以後株式会社ソフトウェア・エージー・オブ・ファーイーストが国内で販売

していた「A-AUTO」（コンピュータ・システムの複雑なジョブのスケジュールを自動化し、ＩＴシス

テム運用管理の効率化を実現するツールである日本国産のソフトウェア・プロダクト）を米国市場で

販売する目的で、昭和57年５月、東京都中央区に株式会社ビジネスコンサルタントの子会社（出資比

率50.5%）として株式会社スリービーの商号で設立されました。 

 その後、昭和62年10月、株式会社スリービーの社名を「株式会社ビーエスピー」に変更し、「A-

AUTO」を輸出するため事業を再開し、平成５年７月、当社は株式会社ソフトウェア・エージー・オ

ブ・ファーイーストのＩＴシステム運用関連の事業を継承し、コンピュータ・システム運用管理ソフ

トウェア・プロダクトの専門会社として本格的な活動を開始いたしました。 
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当社およびビーコングループ各社の設立年表は以下の通りであります。 

  

 

  

イ.当社およびビーコングループ各社との資本関係 

当社の設立経緯に起因して、当社は、ビーコングループ各社とは相互に資本関係があります。当決

算短信発表日現在、ビーコングループ３社（株式会社ビーコンインフォメーションテクノロジー、ビ

ーコンシステム株式会社、株式会社ビジネスコンサルタント）の持株比率は、それぞれ14.9％、

8.4％、8.4％（合計31.8％）となっております。 

  

 

  

ウ.ビーコングループ各社の事業概要 

主にコンサルタント業務を行っている株式会社ビジネスコンサルタント以外のビーコンシステム株

式会社および株式会社ビーコンインフォメーションテクノロジーは、いずれも当社と同様に情報関連

の事業を行っておりますが、両社とも専門分野に特化しているため、直接的な競合は発生しておりま
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せん。ビーコングループにはグループ戦略やグループ各社間での事業分野の調整等はなく、各社の

独立性を尊重した緩やかな結び付きを基本にしたグループ運営が行われております。 

・株式会社ビジネスコンサルタント 

昭和39年に東京都中央区において設立され、人材開発・組織開発のためのプログラムの提供およ

び企業経営の効率性を高めるためのコンサルテーション等を主な事業内容としております。 

・ビーコンシステム株式会社 

昭和45年に株式会社ビジネスコンサルタントの子会社として設立され、主に業務系システムの受

託開発を行っております。また、コンピュータ・システム教育事業等も行っております。 

・株式会社ビーコンインフォメーションテクノロジー 

昭和51年に株式会社ビジネスコンサルタントの子会社として設立され、業務用のアプリケーショ

ンシステムやデータベース関連システムの輸入販売を主力事業としております。また、当該分野の

システム開発も行っております。 

  

エ.ビーコングループ各社との人的関係 

平成18年３月期決算短信発表日現在、当社の取締役7名のうち旧株式会社三和銀行（現、株式会

社三菱東京UFJ銀行）の元副会長の川畑清氏が大株主である株式会社ビーコンインフォメーション

テクノロジーおよびビーコンシステム株式会社の兼任役員となっております。なお、経営上および

事業運営上の助言を得ることを目的として、株式会社ビーコンインフォメーションテクノロジーの

元代表取締役会長兼社長（現、創業者 高顧問）の石井義興氏を取締役として招聘しております。

 また、他のビーコングループ各社との間に従業員の出向関係はありません。 
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オ.ビーコングループ各社との取引関係 

当社グループとビーコングループ各社との平成18年３月期における取引関係は以下のとおりであ

ります。 

  

 
（注）１ 上記取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

   ２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

   （１） ㈱ビーコンインフォメーションテクノロジー(以下、「ＢＩＴ」という。)と当社との販売取引は、「販売代理店契約

書」に基づく取引で、他の代理店と同一条件にて取引をしております。 

   （２） 施設、設備の利用料の対価は、投下資金、金利を加味して決定しております。 

   （３） ユーザ会費用分担金の受入および支払は、当社とＢＩＴと共同運営している「Beaconユーザ会」の諸活動の結果発生す

る諸経費合計の50%であります。 

   （４） ビーコンシステム㈱との販売取引は、同社とのソフトウェア・プロダクト使用許諾契約に基づく取引で他の販売先と同

一条件にて取引をしております。 

   （５） ㈱ビジネスコンサルタントと当社との人材育成のための研修費用取引は他の同種の取引条件と比較、検討した上で取引

を行っております。 

   ３ Beaconユーザ会は元々は、ＢＩＴ１社で運営していたものでした。その後当社がＢＩＴのシステム運用事業を継承したこと

に伴い、ユーザ会分離についても検討いたしましたが、コスト面および顧客利益の面から、継続して同一の会として運営

する方が良いと判断したためＢＩＴと共同運営しているものであります。 

   ４ 今後の取組方針 

 上記各社と取引を行う場合には、相見積を行い、取締役会で報告し、内容によっては承認手続を経て、他の取引先と同

一条件にて取引を行ってまいります。 

  

⑤その他 

ア.人材の獲得 

当社グループの属する情報サービス業界では、慢性的な技術者の不足が業界全体に共通する問題点

となっております。また、近年では、従来のようなシステムエンジニアやプログラマーといった大き

な括りの職務分野から、アプリケーション分野別、技術分野別、業務上の役割別、技術レパートリー

別、経験・実績別など複数の要素により細分化され、限られた分野での人材の獲得競争は一層厳しく

なっております。このような中で、当社グループの製品開発に必要な分野の能力を有した、優秀な人

材の確保、育成、定着が重要な課題であり、適切な人材の確保等ができなければ、当社グループの経

営成績に影響を与える可能性があります。 

  

属性 会社等の名称 住所

資本金又 

は出資金 

(千円)

事業の内容 

又は職業

議決権等

の所有 

(被所有)

割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 

(千円)
科目

期末残高

(千円)役員の 

兼任等

事業上 

の関係

法 人

主 要

株主

㈱ビーコンイン

フォメーション

テクノロジー

東京都新

宿区
809,250

ソフトウェ

アプロダク

ト の 開 発、

販売 及び輸

入

(所有) 

直接3.6% 

(被所有) 

直接14.9%

兼任1名
同 社 製 品

の販売他

プロダクト

の販売 

ユーザ会費

用分担金の

受入 

ユーザ会費

用分担金の

支払

35,952 

 

2,870 

 

 

15,992 

 

 

売掛金 

 

未収入金 

 

 

未払金 

 

 

36,266 

 

917 

 

 

14,622 

 

 

大株主
ビーコンシステ

ム㈱

東京都新

宿区
575,000

コンピュー

タソフトウ

ェアの 設計

開発保守

(所有) 

直接3.6% 

(被所有) 

直接8.4%

兼任1名
当 社 製 品

の開発他

プロダクト

の販売
471 － －

大株主
㈱ビジネスコン

サルタント

東京都中

央区
410,000

人材育成及

び組織開 発

プログラム

の提供

(所有) 

直接3.0％

(被所有) 

直接8.4%

－

共 同 セ ミ

ナ ー 開 催

及 び 講 師

派遣

人材育成の

ための研修

費用

12,124 未払金 1,806
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イ.知的財産権 

製品の開発・販売においては、特許権、商標権、実用新案権および意匠権等の工業所有権や著作権

など多くの知的財産権が関係しております。当社グループは、自社開発の製品を始めとして、特許権

や実用新案権などの対象となる可能性のあるものについては、その取得を目指して対応しておりま

す。しかしながら、当社グループにおいて必要な知的財産権の取得ができない場合や、当社グループ

製品等の類似製品が他社より開発販売された場合には、当社グループの業績に悪影響を与える可能性

があります。 

  

ウ.訴訟の可能性 

当社グループは、過去において、損害賠償請求や起訴を受けた事実はありませんが、当社グループ

が事業展開を図る上で、当社グループの事業または製品が、他人の特許等を知らないうちに使用した

ことによる知的財産権侵害などを理由とした訴訟その他の請求（以下「訴訟等」といいます。）の対

象とされる可能性があるほか、当社グループのパッケージが原因となるシステム障害などによってユ

ーザーに損害を与え、このために訴訟等を提起される可能性もあり、その訴訟等の内容および金額に

よっては業績に影響を与える可能性があります。 

  

エ.顧客データ、個人情報の管理について 

当社グループは、平成15年５月に成立した個人情報保護法が平成17年４月１日から全面施行された

ことに伴い、平成18年３月にプライバシーマークを取得いたしました。また、当該法令の規定の遵守

も踏まえた情報管理という観点から、顧客データ、個人情報の厳正な管理および漏洩防止を定めた

「個人情報保護規程」を制定し、それに加えて当社グループの全ての従業員との間においては個人情

報を含む機密保持に係る「契約書」を個別に締結して、個人情報を含む機密情報の漏洩の未然防止に

努めております。 

 さらに、当社グループは、個人情報をも含めた重要な業務管理情報についてＩＤ及びパスワードに

よって管理するとともにインターネットを通じた外部からのアクセスによる情報流出の防止策を採用

しております。 

 しかしながら、このような対策をもってしても個人情報を含むそれらの重要情報の社外漏洩を防止

できず、当該情報漏洩に起因して第三者に何らかの損害が発生した場合には、当社グループが損害賠

償請求の対象となる可能性があります。また、当社グループの情報管理体制に係る良くない風評が発

生し、当社グループの事業活動に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

オ.競争激化の可能性について 

当社グループは、システム運用管理分野の製品開発などにより、各事業において競合他社との差別

化と付加価値の確保に努めております。しかしながら、大手企業（ハードウェアメーカー、システム

インテグレーターなど）の参入などにより、当社グループの競争力が低下する可能性があります。ま

た、景気の低迷などによって、企業のＩＴ投資が抑制される環境下においては、他社との価格競争の

激化により、売上高および利益が減少する可能性があります。 

  

カ.ストックオプションについて 

旧商法第280条ノ20および旧商法第280条ノ21の規定に基づき、当社は、ストックオプション制度を
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導入しており、当社および当社子会社の取締役、従業員に対するインセンティブプランの一環とし

て、ストックオプションとして新株予約権を発行することとしております。なお、平成17年12月15日

開催の取締役会決議により、平成17年12月28日に第１回新株予約権を発行しております。第１回新株

予約権の付与先は、当社、当社子会社の取締役および従業員（合計48名）であります。 

 また、ストックオプションの目的で発行することから、本新株予約権は無償で発行し、新株予約権

行使時に払込すべき１株当たりの金額は当社普通株式の株式上場に際して行う公募増資等のために当

社取締役会または取締役会の委任を受けた代表取締役が決定し公表する当社普通株式の一般募集にお

ける発行価格・売出しにおける売出価格と同額（以下、「公募価格」という。）といたします。当決

算短信発表日現在における当社の発行済株式総数は、4,250,000株でありますが、全ての権利が行使

されて375,000株が発行されると、当社株式の価値は8.8％希薄化することになります。 

  

キ.敵対的買収防衛策について 

当社は、基幹業務ソフトウェア分野において、長年に亘り当社製品をご利用いただいている顧客を

多数抱えております。これらの顧客（営業資産）の獲得等を目的として、当社株式の買収事案が発生

する可能性があります。現時点では買収者出現の有無および当該買収者を特定できるものではありま

せんが、当社としては、このような買収事案に適切な判断を下すための指針が必要であると考えまし

た。 

 このため当社は、経営陣による恣意的な買収防衛策の発動がなされないようにする目的で、定款に

おいて、買収防衛策の発動にあたっての手続き等を定めております。この中では、将来における当社

の株式に対する大量取得行為等によって、当社の企業価値ないし株主共同の利益が不当に害されるこ

とを防止するため、取締役会に対し、大量取得行為等の当否についての検討の機会を確保するための

事項の策定、不当な大量取得行為等がなされた場合等における防衛策の実施、および不当な大量取得

行為等を未然に防止するための防衛策の導入につき一定の裁量を与え、これに併せて、取締役会の判

断の公正を担保するべく、社外取締役等により組織される企業価値検討委員会に対し諮問することを

義務付けております。そして、定款の授権に基づき、当該方針が仮に導入された場合には、当社株式

の大量取得行為をしようとする者からの事前の資料提出がなされず検討期間が十分に確保されない場

合、または当該買収提案者が濫用的な目的を有していると認めた場合には、企業価値検討委員会に対

する諮問を行ったうえで株主に対する新株予約権の無償割当等の対抗措置を講じることとしておりま

す。このような対抗措置の一つとして例えば、新株予約権が行使された場合には、当社の株式につい

て株式価値の希薄化が生じる可能性があります。 

 かかる定款規定に基づき、平成18年５月11日開催の取締役会において取得条項付新株予約権の無償

割当を内容とする具体的な買収防衛策の導入を決議し、直ちに公表いたしました。また、同防衛策に

ついては、平成18年６月22日に開催予定の当社第24期定時株主総会において、株主に承認を諮る予定

です。 
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4. 連結財務諸表等 

連結財務諸表 

① 連結貸借対照表 

  

 
  

前連結会計年度 

(平成17年３月31日)

当連結会計年度 

(平成18年３月31日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 1,947,216 2,807,146 859,929

 ２ 受取手形及び売掛金 693,815 859,112 165,297

 ３ 有価証券 ― 999,928 999,928

 ４ たな卸資産 32,630 6,090 △26,539

 ５ 繰延税金資産 93,773 79,374 △14,398

 ６ その他 118,967 46,507 △72,459

   流動資産合計 2,886,402 65.2 4,798,161 70.7 1,911,758

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 65,858 92,090 26,232

    減価償却累計額 22,261 43,596 28,388 63,701 6,127 20,104

  (2) 工具器具及び備品 113,858 93,080 △20,778

    減価償却累計額 80,585 33,273 62,098 30,981 △18,486 △2,291

   有形固定資産合計 76,870 1.7 94,683 1.4 17,812

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウェア 128,976 77,409 △51,567

  (2) その他 2,691 2,303 △388

   無形固定資産合計 131,667 3.0 79,712 1.2 △51,955

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 715,700 685,400 △30,300

  (2) 差入保証金 153,199 151,116 △2,082

  (3) 繰延税金資産 68,845 108,756 39,911

  (4) 長期性預金 ※１ 330,000 830,000 500,000

  (5) その他 63,200 38,848 △24,351

   投資その他の資産合計 1,330,944 30.1 1,814,121 26.7 483,176

   固定資産合計 1,539,483 34.8 1,988,517 29.3 449,034

   資産合計 4,425,886 100.0 6,786,678 100.0 2,360,792
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前連結会計年度 

(平成17年３月31日)

当連結会計年度 

(平成18年３月31日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 62,558 76,118 13,559

 ２ 短期借入金 ※１ 102,105 ― △102,105

 ３ 未払法人税等 273,700 367,246 93,546

 ４ 賞与引当金 39,800 40,600 800

 ５ 役員賞与引当金 54,920 46,700 △8,220

 ６ その他 448,591 461,115 12,524

   流動負債合計 981,674 22.2 991,780 14.6 10,105

Ⅱ 固定負債

 １ 役員退職慰労引当金 81,642 ― △81,642

 ２ 長期未払金 66,080 101,754 35,674

   固定負債合計 147,722 3.3 101,754 1.5 △45,968

   負債合計 1,129,396 25.5 1,093,534 16.1 △35,862

(少数株主持分)

  少数株主持分 ― ― ― ― ―

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ※3 480,000 10.8 1,330,000 19.6 850,000

Ⅱ 資本剰余金 371,000 8.4 1,450,500 21.4 1,079,500

Ⅲ 利益剰余金 2,428,542 54.9 2,911,381 42.9 482,839

Ⅳ その他有価証券評価差額金 45,898 1.0 27,927 0.4 △17,970

Ⅴ 為替換算調整勘定 △28,951 △0.6 △26,664 △0.4 2,286

   資本合計 3,296,489 74.5 5,693,144 83.9 2,396,654

   負債、少数株主持分 

   及び資本合計
4,425,886 100.0 6,786,678 100.0 2,360,792
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② 連結損益計算書 

  

 
  

前連結会計年度

(自 平成16年４月１日

 至 平成17年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成17年４月１日

 至 平成18年３月31日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

Ⅰ 売上高 3,793,894 100.0 4,071,698 100.0 277,804

Ⅱ 売上原価 394,699 10.4 394,118 9.7 △580

   売上総利益 3,399,194 89.6 3,677,579 90.3 278,384

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１

 １ 給料手当 680,494 780,439 99,945

 ２ 賞与引当金繰入額 29,858 32,541 2,683

 ３ 役員賞与引当金繰入額 54,920 46,700 △8,220

 ４ 役員退職慰労引当金 

   繰入額
28,413 22,791 △5,622

 ５ 研究開発費 382,791 340,578 △42,213

 ６ その他 1,251,574 2,428,051 64.0 1,263,990 2,487,041 61.1 12,416 58,989

   営業利益 971,142 25.6 1,190,538 29.2 219,395

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 1,005 4,218 3,212

 ２ 受取配当金 23,000 23,810 810

 ３ 為替差益 ― 5,541 5,541

 ４ 事務手数料収入 8,600 2,880 △5,720

 ５ その他 9,259 41,864 1.1 4,960 41,410 1.0 △4,299 △454

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 3,666 282 △3,383

 ２ 為替差損 3,313 ― △3,313

 ３ コミットメントライン手 

   数料
3,904 4,075 170

 ４ 新株発行費 ― 15,170 15,170

 ５ 上場関連費用 ― 13,040 13,040

 ６ その他 141 11,024 0.3 7 32,574 0.8 △133 21,549

   経常利益 1,001,982 26.4 1,199,373 29.4 197,390
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前連結会計年度

(自 平成16年４月１日

 至 平成17年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成17年４月１日

 至 平成18年３月31日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

Ⅵ 特別利益

 １ ゴルフ会員権売却益 ― 19,828 19,828

 ２ 役員退職慰労引当金戻入 

   益
1,080 1,080 0.0 ― 19,828 0.5 △1,080 18,748

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※２ 32,328 6,309 △26,018

 ２ 固定資産売却損 ― 131 131

 ３ 事務所移転費用 ― 7,857 7,857

 ４ 前期損益修正損 ※３ 9,082 ― △9,082

 ５ 役員特別功労退職金 ※４ 89,503 ― △89,503

 ６ ロイヤリティ評価損 28,429 ― △28,429

 ７ 退職金制度廃止整理損 113,319 272,662 7.2 ― 14,298 0.3 △113,319 △258,364

   税金等調整前当期純利益 730,399 19.2 1,204,903 29.6 474,503

   法人税、住民税 

   及び事業税
382,614 547,748 165,134

   法人税等調整額 △48,165 334,449 8.7 △13,183 534,564 13.1 34,981 200,115

   少数株主損失 3,351 △0.0 ― ― 3,351

   当期純利益 399,302 10.5 670,339 16.5 271,036
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③ 連結剰余金計算書 

  

 
  

前連結会計年度

(自 平成16年４月１日

 至 平成17年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成17年４月１日

 至 平成18年３月31日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 371,000 371,000 ―

Ⅱ 資本剰余金増加高

 １ 増資による新株式の発行 ― ― 1,079,500 1,079,500 1,079,500 1,079,500

Ⅲ 資本剰余金期末残高 371,000 1,450,500 1,079,500

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 2,141,868 2,428,542 286,673

Ⅱ 利益剰余金増加高

 １ 当期純利益 399,302 399,302 670,339 670,339 271,036 271,036

Ⅲ 利益剰余金減少高

 １ 配当金 112,500 187,500 75,000

 ２ 子会社整理による減少高 129 112,629 ― 187,500 △129 74,870

Ⅳ 利益剰余金期末残高 2,428,542 2,911,381 482,839
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④ 連結キャッシュ・フロー計算書 

  

 
  

前連結会計年度

(自 平成16年４月１日

至 平成17年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前当期純利益 730,399 1,204,903 474,503

   減価償却費 155,896 93,716 △62,180

   連結調整勘定償却額 9,812 ― △9,812

   退職給付引当金の増加額 60,776 ― △60,776

   役員退職慰労引当金の減少額 △76,445 △81,642 △5,196

   賞与引当金の増減額(△は減少) △22,300 800 23,100

   役員賞与引当金の減少額 △630 △8,220 △7,590

   受取利息及び受取配当金 △24,005 △28,028 △4,022

   新株発行費 ― 15,170 15,170

   支払利息 3,666 282 △3,383

   為替差損益 3,588 △5,541 △9,130

   ゴルフ会員権売却益 ― △19,828 △19,828

   固定資産除却損 32,328 6,309 △26,018

   固定資産売却損 ― 131 131

   ロイヤリティ評価損 28,429 ― △28,429

   売上債権の増減額(△は増加) 61,329 △164,613 △225,943

   たな卸資産の増減額(△は増加) △27,452 26,539 53,992

   その他資産の減少額 47,492 72,459 24,967

   仕入債務の増減額(△は減少) △17,458 13,471 30,930

   未払金の増減額(△は減少) 46,706 △37,599 △84,306

   長期未払金の増加額 66,080 35,674 △30,405

   前受金の増減額(△は減少) △36,642 27,941 64,583

   その他負債の増加額 46,212 18,655 △27,557

    小計 1,087,784 1,170,580 82,795

   利息及び配当金の受取額 24,005 28,028 4,022

   利息の支払額 △3,982 △282 3,700

   法人税等の支払額 △124,322 △454,201 △329,879

   営業活動によるキャッシュ・フロー 983,485 744,124 △239,360

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の預入による支出 △533,800 △703,800 △170,000

   定期預金の払戻による収入 333,800 203,800 △130,000

   有形固定資産の取得による支出 △18,180 △36,524 △18,343

   有形固定資産の売却による収入 ― 105 105

   有形固定資産の除却による支出 △10,145 ― 10,145

   無形固定資産の取得による支出 △112,591 △21,458 91,133

   ゴルフ会員権の売却による収入 ― 45,828 45,828

   子会社株式の取得による支出 △46,177 ― 46,177

   その他資産の取得による支出 △2,335 △2,868 △533

   その他資産の回収による収入 62,988 3,416 △59,571

   投資活動によるキャッシュ・フロー △326,441 △511,500 △185,059
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前連結会計年度

(自 平成16年４月１日

至 平成17年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の増減額(△は減少) △2,105 △109,035 △106,930

   社債の償還による支出 △200,000 ― 200,000

   株式の発行による収入 ― 1,914,329 1,914,329

   配当金の支払額 △112,500 △187,500 △75,000

   少数株主に対する配当金の支払額 △5,000 ― 5,000

   財務活動によるキャッシュ・フロー △319,605 1,617,794 1,937,399

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,628 9,439 11,067

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 335,810 1,859,858 1,524,048

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,409,222 1,743,416 334,194

Ⅶ 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △1,616 ― 1,616

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,743,416 3,603,275 1,859,858
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 

  

項目
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 子会社はすべて連結しております。 

連結子会社の数   2社

連結子会社の名称

BSP International Corp.

株式会社ビーエスピーソリューシ

ョンズ

 なお、前連結会計年度において連結

子会社でありましたBSP Singapore 

Pte.Ltd.は、平成14年4月に営業を停

止し平成16年12月に清算し解散したた

め、連結の範囲から除いております。

子会社はすべて連結しております。 

連結子会社の数   2社

連結子会社の名称

BSP International Corp.

株式会社ビーエスピーソリューシ

ョンズ

２ 持分法の適用に関する事項  関連会社がない為、該当事項はあり

ません。
同 左

３ 連結子会社の事業年度等に

関する事項

連結子会社のうち、株式会社ビーエ

スピーソリューションズの決算日は連

結決算日と一致しております。

ただし、BSP International Corp.の

決算日は12月31日であります。

連結財務諸表の作成にあたっては、

同日現在の財務諸表を使用し、連結決

算日との間に生じた重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行っており

ます。

同 左

４ 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法

イ 有価証券

 その他有価証券

 時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部資本直入

法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定しておりま

す。）

イ 有価証券

 満期保有目的の債券

 償却原価法（定額法）

 その他有価証券

 時価のあるもの

同 左

 時価のないもの

移動平均法による原価法

ロ 棚卸資産

 仕掛品 個別法による原価法

 貯蔵品 終仕入原価法による原価法

時価のないもの

同 左

ロ 棚卸資産

仕掛品    同 左

貯蔵品    同 左 

(2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法

イ 有形固定資産

主として定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

建物        15年

工具器具及び備品   6年

イ 有形固定資産

同 左

ロ 無形固定資産

当社及び国内連結子会社は定額法を採

用し、在外子会社は所在地国の会計基準

に基づく定額法を採用しております。

ロ 無形固定資産

当社及び国内連結子会社は定額法を採

用し、在外子会社は所在地国の会計基準

に基づく定額法を採用しております。
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項目
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

なお、市場販売目的のソフトウェア

は販売可能な見込有効期間（3年以

内）に基づく定額法によっておりま

す。自社利用目的のソフトウェアは社

内における利用可能期間（5年）に基

づく定額法によっております。

さらに、営業権は、その効果の発現

する期間を合理的に見積もることが困

難であるため、発生時に一括償却して

おります。

なお、市場販売目的のソフトウェア

は販売可能な見込有効期間（3年以

内）に基づく定額法によっておりま

す。自社利用目的のソフトウェアは社

内における利用可能期間（5年）に基

づく定額法によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準 イ 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。

イ 貸倒引当金

同 左

ロ 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備える

ため、当連結会計年度に負担すべき支

給見込額を計上しております。

ロ 賞与引当金

同 左

ハ 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支払に備えるた

め、支給見込額に基づき計上しており

ます。

ハ 役員賞与引当金

同 左

ニ 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に備えるた

め、内規に基づく当連結会計年度末要

支給額の100%を計上しております。

ニ 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に備えるた

め、内規に基づく平成17年６月末要支

給額の100%を計上しております。

(4) 連結財務諸表の作成の基

礎となった重要な外貨建

ての資産又は負債の本邦

通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社の資産及び負債

並びに収益及び費用は連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は資本の部における為替換算調整

勘定に含めて計上しております。

同 左

(5) 重要なリース取引の処理

方法

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

同 左 

 

(6) その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

 消費税等の会計処理

同 左
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項目
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

５ 連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法によってお

ります。

同 左

６ 連結調整勘定の償却に関す

る事項

連結調整勘定は、発生時の損益とし

て処理しております。

同 左

７ 利益処分項目等の取扱いに

関する事項

連結剰余金計算書は、連結会社の利

益処分について、連結会計年度中に確

定した利益処分に基づいて作成してお

ります。

同 左

８ 連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金同等物）は、

手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっておりま

す。

同 左
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会計処理の変更 

 
  

追加情報 

  

 
  

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

１ 固定資産の減損に係る会計基準

────────

当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用しており

ます。これによる損益に与える影響はありません。

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 法人事業税における外形標準課税部分の連結損益

計算書上の表示方法

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律

第9号）が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日

以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入さ

れたことに伴い、当連結会計年度から「法人事業税にお

ける外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての

実務上の取扱い」（平成16年2月13日 企業会計基準委

員会 実務対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計

上しております。

２ 退職給付引当金

当社および株式会社ビーエスピーソリューションズは

平成17年３月31日付けで退職金制度を廃止いたしまし

た。この廃止に伴い前払年金費用76,476千円および退職

金規程の自己都合退職金額と会社都合退職金額との差額

36,843千円を特別損失として計上しております。

１ 役員退職慰労金

当社及び株式会社ビーエスピーソリューションズは、

平成17年６月末で役員退職慰労引当金制度を廃止してお

ります。なお、平成17年６月末までの在任期間に対する

未払い分については、「役員退職慰労引当金」を取崩

し、「長期未払金」として表示しております。
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

  

 
  

(連結損益計算書関係) 

  

 
  

前連結会計年度 
(平成17年３月31日)

当連結会計年度 
(平成18年３月31日)

※1 担保資産及び担保付債務

担保資産 担保付債務

種類 金額 内容 金額
千円 千円

長期性預金 330,000 短期借入金 107,390

短期借入金は借入枠を記載しております。

なお、長期性預金はビーエスピー共済会借入金枠
200,000千円に対しても担保提供しております。

※1 担保資産及び担保付債務

担保資産 担保付債務

種類 金額 内容 金額
千円 千円

長期性預金 200,000 ― ―

長期性預金はビーエスピー共済会借入金枠 200,000千

円に対して担保提供しております。

2 保証債務

ビーエスピー共済会及び従業員について、金融機

関よりの借入に対し債務保証を行っております。

2 保証債務

ビーエスピー共済会及び従業員について、金融機

関よりの借入に対し債務保証を行っております。

保証先 金額 内容

千円

ビーエスピ

ー共済会

従業員

200,000

602

金融機関よりの借入金

金融機関よりの借入金

合計 200,602
なお、ビーエスピー共済会への債務保証は借入枠を記載
しております。

保証先 金額 内容

千円

ビーエスピ

ー共済会 

従業員

200,000 

 

8,235

金融機関よりの借入金 

 

金融機関よりの借入金

合計 208,235
なお、ビーエスピー共済会への債務保証は借入枠を記載
しております。

※3 当社の発行済株式総数は、普通株式3,750,000 株

であります。

※3 当社の発行済株式総数は、普通株式4,250,000 株

であります。

 4 当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引

銀行４行とコミットメントライン設定契約を締結し

ております。これら契約に基づく当連結会計年度末

の借入未実行残高は次の通りであります。

貸出コミットメントの金額 
借入実行残高

1,000,000千円
―

差引額 1,000,000千円
 

 4 当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引

銀行１行とコミットメントライン設定契約を締結し

ております。これら契約に基づく当連結会計年度末

の借入未実行残高は次の通りであります。

貸出コミットメントの金額 
借入実行残高

1,000,000千円
―

差引額 1,000,000千円

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※1 一般管理費に含まれる研究開発費は、382,791千円

であります。なお、当期製造費用に含まれるものは

ありません。

※1 一般管理費に含まれる研究開発費は、340,578千円

であります。なお、当期製造費用に含まれるものは

ありません。

※2 固定資産除却損の主なものは、ソフトウェア

20,681千円であります。

※2 固定資産除却損は、建物付属設備2,824千円、器具

備品3,485千円であります。

※3 前期損益修正損は、前期売上修正9,082千円であり

ます。

※3 

────────

※4 創業者３名に対する特別功労金であります。 ※4 

────────

- 28 -



(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
  

  

セグメント情報 

１ 事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日)および当連結会計年度(自 平成17

年４月１日 至 平成18年３月31日) 

当社グループは、ＩＴシステム運用管理領域に係るソフトウェア・プロダクトおよびソリューシ

ョンの提供を主な事業とした単一事業分野の営業活動を行っているため、事業の種類別セグメント

の記載を省略しております。 

  

２ 所在地別セグメント情報 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日)および当連結会計年度(自 平成17

年４月１日 至 平成18年３月31日) 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額

の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略してお

ります。 

  

３ 海外売上高 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日)および当連結会計年度(自 平成17

年４月１日 至 平成18年３月31日) 

海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しておりま

す。 

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,947,216千円

預入期間３ヶ月超の定期預金 △203,800千円

現金及び現金同等物 1,743,416千円

 

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金 2,807,146千円

預入期間３ヶ月超の定期預金 △203,800千円

有価証券 999,928千円

現金及び現金同等物 3,603,275千円
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リース取引関係 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

（借主側）

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

（借主側）

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

 

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

工具器具及
び備品

37,424 14,624 22,800

ソフトウェ
ア

5,799 610 5,188

合計 43,223 15,235 27,988

    
 

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

工具器具及
び備品

37,424 21,825 15,599

ソフトウェ
ア

5,799 1,770 4,028

合計 43,223 23,596 19,627

    

 

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 8,308千円

１年超 20,338千円

合計 28,647千円

    
 

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 8,482千円

１年超 11,856千円

合計 20,338千円

    

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 8,912千円

減価償却費相当額 8,248千円
支払利息相当額 878千円

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 9,018千円

減価償却費相当額 8,360千円
支払利息相当額 709千円

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

同 左

 ⑤ 利息相当額の算定方法

    リース料総額とリース物件の取得価額相当額の

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっております。

 ⑤ 利息相当額の算定方法

同 左
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関連当事者との取引 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

  

 
（注）１ 上記取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

   ２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

   （１） ㈱ビーコンインフォメーションテクノロジー(以下、「ＢＩＴ」という。)と当社との販売取引は、「販売代理店契約

書」に基づく取引で、他の代理店と同一条件にて取引をしております。 

   （２） ＢＩＴへのロイヤリティ支払は、「販売代理店契約書」に基づく取引で他の取引先と同一条件にて取引をしておりま

す。 

   （３） 施設、設備の利用料の対価は、投下資金、金利を加味して決定しております。 

   （４） ユーザ会費用分担金の受入は、当社とＢＩＴと共同運営している「Beaconユーザ会」の諸活動の結果発生する諸経費合

計の50%であります。 

   （５） ビーコンシステム㈱との販売取引は、同社とのソフトウェア・プロダクト使用許諾契約に基づく取引で他の販売先と同

一条件にて取引をしております。 

   （６） ㈱ビジネスコンサルタントと当社との人材育成のための研修費用取引は他の同種の取引条件と比較、検討した上で取引

を行っております。 

   ３ Beaconユーザ会は元々は、ＢＩＴ１社で運営していたものでした。その後当社がＢＩＴのシステム運用事業を継承したこと

に伴い、ユーザ会分離についても検討いたしましたが、コスト面および顧客利益の面から、継続して同一の会として運営

する方が良いと判断したためＢＩＴと共同運営しているものであります。 

   ４ 今後の取組方針 

 上記各社と取引を行う場合には、相見積を行い、取締役会で報告し、内容によっては承認手続を経て、他の取引先と同

一条件にて取引を行ってまいります。 

  

２ 役員および個人主要株主等 

  

 
（注） 取引条件及び取引条件の決定方針等 

     相談役・顧問規程に基づき、決定しております。 

  

属性 会社等の名称 住所
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

法人主
要株主

㈱ビーコンイ
ンフォメーシ
ョンテクノロ
ジー

東京都
新宿区

809,250

ソフトウェ
アプロダク
トの開発、
販売及び輸
入

(所有)
直接3.6% 
(被所有) 
直接19.6%

兼任1名
同社製品
の販売他

プロダクト
の販売
ロイヤリテ
ィの支払
施設・設備
の利用料
ユーザ会費
用分担金の
受入

17,502

411

27,034

20,524

売掛金

－

未払金

未収入金

5,825

－

2,764

14,254

法人主
要株主

ビーコンシス
テム㈱

東京都
新宿区

575,000

コンピュー
タソフトウ
ェアの設計
開発保守

(所有)
直接3.6% 
(被所有) 
直接12.0%

兼任1名
当社製品
の開発他

プロダクト
の販売

3,601 － －

法人主
要株主

㈱ビジネスコ
ンサルタント

東京都
中央区

410,000

人材育成及
び組織開発
プログラム
の提供

(所有)
直接3.0％
(被所有) 
直接12.0%

兼任1名

共同セミ
ナー開催
及び講師
派遣

人材育成の
ための研修
費用

5,490 － －

属性 会社等の名称 住所
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 宮台 功 － － 当社顧問
(被所有)
直接5.0％

－ － 顧問契約 7,200 － －

役員 早川 整 － － 当社顧問
(被所有)
直接4.4％

－ － 顧問契約 6,300 － －
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当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

  

 
（注）１ 上記取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

   ２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

   （１） ㈱ビーコンインフォメーションテクノロジー(以下、「ＢＩＴ」という。)と当社との販売取引は、「販売代理店契約

書」に基づく取引で、他の代理店と同一条件にて取引をしております。 

   （２） ＢＩＴへのロイヤリティ支払は、「販売代理店契約書」に基づく取引で他の取引先と同一条件にて取引をしておりま

す。 

   （３） ユーザ会費用分担金の受入および支払は、当社とＢＩＴと共同運営している「Beaconユーザ会」の諸活動の結果発生す

る諸経費合計の50%であります。 

   ３ Beaconユーザ会は元々は、ＢＩＴ１社で運営していたものでした。その後当社がＢＩＴのシステム運用事業を継承したこと

に伴い、ユーザ会分離についても検討いたしましたが、コスト面および顧客利益の面から、継続して同一の会として運営

する方が良いと判断したためＢＩＴと共同運営しているものであります。 

   ４ 今後の取組方針 

 上記ＢＩＴと取引を行う場合には、相見積を行い、取締役会で報告し、内容によっては承認手続を経て、他の取引先と

同一条件にて取引を行ってまいります。 

  

２ 役員および個人主要株主等 

  

 
（注） 取引条件及び取引条件の決定方針等 

     相談役・顧問規程に基づき、決定しております。 

  

属性 会社等の名称 住所

資本金又 

は出資金 

(千円)

事業の内容 

又は職業

議決権等

の所有 

(被所有)

割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 

(千円)
科目

期末残高

(千円)役員の 

兼任等

事業上 

の関係

法人主要

株主

㈱ビーコンイン

フォメーション

テクノロジー

東京都新

宿区
809,250

ソフトウェ

アプロダク

ト の 開 発、

販売 及び輸

入

(所有) 

直接3.6% 

(被所有) 

直接14.9%

兼任1名
同 社 製 品

の販売他

プロダクト

の販売 

ユーザ会 費

用分担金 の

受入 

ユーザ会 費

用分担金 の

支払

35,952 

 

2,870 

 

15,992 

 

売掛金 

 

未収入金 

 

未払金 

 

36,266 

 

917 

 

14,622 

 

属性 会社等の名称 住所
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 宮台 功 － － 当社顧問
(被所有)
直接4.1％

－ － 顧問契約 9,600 － －

役員 早川 整 － － 当社顧問
(被所有)
直接3.4％

－ － 顧問契約 7,500 － －
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税効果会計関係 

  

 

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産（流動）

役員賞与引当金繰入限度額超過額 22,346千円

賞与引当金繰入限度超過額 16,194千円

未払事業税否認 21,450千円

業績賞与否認 11,189千円

その他 22,591千円

繰延税金資産（流動）小計 93,773千円

繰延税金資産（固定）

役員退職慰労引当金繰入限度超過額 33,220千円

ソフトウェア評価損否認 68,889千円

ゴルフ会員権否認 17,463千円

営業権償却超過額 12,003千円

その他 7,210千円

繰延税金資産（固定）小計 138,786千円

繰延税金資産合計 232,559千円

繰延税金負債(固定)

プログラム等準備金 △38,452千円

その他有価証券評価差額金 △31,488千円

繰延税金負債合計 △69,941千円

繰延税金資産の純額 162,618千円
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産（流動）

役員賞与引当金繰入限度額超過額 19,002千円

賞与引当金繰入限度超過額 16,520千円

未払事業税否認 27,124千円

業績賞与否認 11,393千円

その他 5,335千円

繰延税金資産（流動）小計 79,374千円

繰延税金資産（固定）

役員退職慰労引当金繰入限度超過額 41,403千円

ソフトウェア評価損否認 80,613千円

ゴルフ会員権否認 10,714千円

営業権償却超過額 9,562千円

その他 4,848千円

繰延税金資産（固定）小計 147,142千円

繰延税金資産合計 226,517千円

繰延税金負債(固定)

プログラム等準備金 △19,226千円

その他有価証券評価差額金 △19,159千円

繰延税金負債合計 △38,385千円

繰延税金資産の純額 188,131千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった重要な項目別の内訳

％

法定実効税率 40.6

（調  整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.0

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △2.0

均等割 0.1

子会社欠損金 4.5

連結調整勘定償却額 1.7

その他 △0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.8
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった重要な項目別の内訳

％

法定実効税率 40.6

（調 整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.7

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.4

均等割 0.6

子会社欠損金 0.9

役員賞与引当金 1.8

その他 0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.3
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有価証券関係 

前連結会計年度(平成17年３月31日) 

  

１ その他有価証券で時価のあるもの 
  

 
  

２ 時価評価されていない有価証券 

その他有価証券 
  

 
  

区分
取得原価
(千円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(千円)

差額 
(千円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの

株式 48,312 125,700 77,388

小計 48,312 125,700 77,388

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの

― ― ―

株式 ― ― ―

小計 ― ― ―

合計 48,312 125,700 77,388

内容
連結貸借対照表計上額

(千円)

非上場株式 590,000

合計 590,000
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当連結会計年度(平成18年３月31日) 

  

１ その他有価証券で時価のあるもの 
  

 
  

２ 時価評価されていない有価証券 

満期保有目的の債券 

 
  

その他有価証券 
  

 
  

区分
取得原価
(千円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(千円)

差額 
(千円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの

株式 48,312 95,400 47,087

小計 48,312 95,400 47,087

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの

― ― ―

株式 ― ― ―

小計 ― ― ―

合計 48,312 95,400 47,087

内容
連結貸借対照表計上額

(千円)

コマーシャル・ペーパー 999,928

合計 999,928

内容
連結貸借対照表計上額

(千円)

非上場株式 590,000

合計 590,000
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デリバティブ取引関係 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

退職給付関係 

  

 
  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要

  平成17年3月31日付で退職一時金制度を廃止いたし

ました。この廃止に伴い前払年金費用取崩し76,476千

円及び自己都合退職金金額と会社都合退職金金額との

差額36,843千円を特別損失の退職金制度廃止整理損と

して計上しております。

────────
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１株当たり情報 

  

 
  

(注) １株当たり当期純利益および潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

  

 
  

重要な後発事象 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）および当連結会計年度（自 平

成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

    該当事項はありません。  
  

  

項目
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 879円 6銭 1,339円56銭

１株当たり当期純利益 106円48銭 176円79銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

なお、潜在株式調整後１株当たり当
期純利益については、潜在株式が存
在しないため、記載しておりませ
ん。

176円27銭

項目 前連結会計年度 当連結会計年度

連結損益計算書上の当期純利益(千円) 399,302 670,339

普通株式に係る当期純利益(千円) 399,302 670,339

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 3,750,000 3,791,666

当期純利益調整額(千円) ― ―

普通株式増加数(株) ― 375,000

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含まれかった潜在株式
の概要

― ―
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5. 生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

第24期連結会計年度における生産実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注状況 

第24期連結会計年度における受注状況を事業別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

区分

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

比較増減

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
前年同期比

(％)

ソリューション事業 440,814 365,515 △75,299 △17.0

合計 440,814 365,515 △75,299 △17.0

事業部門 区分

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

比較増減

受注高 
(千円)

受注残高
(千円)

受注高
(千円)

受注残高
(千円)

受注残高 
(千円)

受注残高
(千円)

ソリューショ
ン事業

プロフェッショ
ナルサービス

389,076 34,830 285,567 26,169 △103,509 △8,661

合計 389,076 34,830 285,567 26,169 △103,509 △8,661
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(3) 販売実績 

第24期連結会計年度における販売実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 平成18年３月期のプロダクト販売のうち、プラットフォーム別（メインフレーム系、オープン・メインフレ

ーム系およびオープン系）の販売高、プロダクト販売に占める構成比、前年同期比は以下の通りでありま

す。 

  

 
３ 近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合については、

10％以上に該当する相手先がないため、記載を省略しております。 

  

  

事業部門 区分 機能別 プロダクト別

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日)

販売高 
（千円）

前年同期比
（％）

プロダクト事業 プロダクト ジョブ管理 A-AUTO系 704,846 18.3

帳票管理
A-SPOOL系
BSP-RM系

346,772 42.6

その他 59,829 △24.6

プロダクト事業 1,111,447 21.0

期間使用料 452,692 9.4

保守サービス 1,965,226 △1.6

導入支援サービス他 150,846 68.0

プロダクト事業計 3,680,213 7.6

ソリューション事業 プロフェッショナルサービス 391,485 4.3

ソリューション事業 391,485 4.3

合  計 4,071,698 7.3

区分 販売高（千円） 販売高構成比（％） 前年同期比（％）

プロダクト メインフレーム系 363,505 32.7 134.1

オープン・メインフレーム系 329,581 29.7 △21.3

オープン系 418,360 37.6 21.7

計 1,111,447 100.0 21.0
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6. 役員の異動 （上場会社 株式会社ビーエスピー） 

(1) 代表者の異動 

該当事項はありません。 

  

(2) その他の役員の異動（平成18年６月22日付予定） 

新任取締役候補 

取締役 髙谷 信之（現、株式会社ビーエスピーソリューションズ代表取締役会長） 
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